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平成 19年 3月期       中間決算短信（連結） 
平成18年 11月 10日 

上 場 会 社 名 株式会社マーベラスエンターテイメント   上 場 取 引 所 東証第 2部 
コ ー ド 番 号 7844                    本社所在都道府県 東京都 
（ＵＲＬ http://www.mmv.co.jp） 
代 表 者  役職名 代表取締役社長  氏 名 中 山 晴 喜 
問合せ先責任者  役職名 取 締 役  氏 名 佐 野 信 行  ＴＥＬ（03）5793－9170 
決算取締役会開催日  平成18年 11月 10日 
米国会計基準採用の有無   無 
 

１．18年 9月中間期の連結業績（平成18年 4月1日～平成18年 9月 30日） 

(1) 連結経営成績               （注）記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。 
 売  上  高 営 業 利 益 経 常 利 益 

 

18年 9月中間期 

17年 9月中間期 

百万円   ％ 

  4,956  （ 26.0 ） 

  3,932  （ 25.2 ） 

百万円   ％ 

  △577  （ －  ） 

   270  （ 178.1 ） 

百万円   ％ 

  △557  （ －  ） 

   292  （  7.9 ） 

18年 3月期    9,196    574    609 
 

 中間(当期)純利益 
1 株当たり中間 
(当期 ) 純利益 

潜在株式調整後 1 株当 
たり中間(当期)純利益 

 

18年 9月中間期 

17年 9月中間期 

百万円   ％ 

  △591  （ －  ） 

   173  （  2.0 ） 

円   銭 

 △7,014   15 

4,472   45 

円   銭 

― 

4,283   75 

18年 3月期    529 13,176   30 12,606   29 

(注) ①持分法投資損益 18年 9月中間期 － 百万円  17年9月中間期 － 百万円  18年 3月期 － 百万円 

   ②期中平均株式数(連結) 18年 9月中間期 84,392株 17年9月中間期 38,683株 18年 3月期 40,162株 

   ③会計処理の方法の変更   無 

   ④売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 

   ⑤提出会社は平成18年4月1日付をもって、株式1株につき2株の分割を行っております。 
 

(2) 連結財政状態                              
 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 1株当たり純資産 

 

18年 9月中間期 

17年 9月中間期 

百万円 

9,383 

5,218 

百万円 

 2,809 

 2,140 

％ 

29.7 

41.0 

円   銭

 32,944   23 

 55,095   93 

18年 3月期 6,776  3,410 50.3  80,905   88 

(注) 期末発行済株式数（連結） 18年9月中間期 84,480株 17年 9月中間期 38,856株 18年 3月期 42,160株 
 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況                       

 
営 業 活 動 に よ る 

キャッシュ・フロー 

投 資 活 動 に よ る

キャッシュ・フロー

財 務 活 動 に よ る 

キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物

期 末 残 高

 

18年 9月中間期 

17年 9月中間期 

百万円 

△768 

 111 

百万円 

△1,177 

 △676 

百万円 

 2,149 

  585 

百万円 

 984 

 853 

18年 3月期 △309 △1,438  1,687  774 

 

(4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項 
   連結子会社数  7社  持分法適用非連結子会社数  －社  持分法適用関連会社数  －社 
 

(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況 
   連結（新規）  2社  （除外）  －社   持分法（新規）  －社  （除外）  －社 
 

２．19年 3月期の連結業績予想（平成18年 4月1日～平成19年 3月 31日）    

 売  上  高 経 常 利 益 当 期 純 利 益 

通   期 
百万円 

12,800 

百万円 

△255 

百万円 

△627 

（参考）1株当たり予想当期純損失（通期）  7,421円 88銭 

※ 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含ん

でおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合あります。 

なお、上記予想に関する事項は添付資料の9ページを参照して下さい。 
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1. 企業集団の状況 
 

当社の企業集団は、当社及び子会社7社で構成されております。当社及び各子会社の当該事業に係る位

置付け、ならびに事業の種類別セグメントとの関連の概要は、下図のとおりであります。 

 

(事業の系統図) 

出版社・製作委員会等
著作権保有・管理者

顧 客 （国内・海外）

音楽映像事業
（企画制作・権利管理）

アミューズメント
事業

（店舗企画運営）

デジタルコンテンツ事業
（プロデュース）

音楽著作権
管理

スタジオ運営
原盤制作
レーベル事業

情報収集
ソフトウェア開発

CG製作
アニメーション
企画制作

商品化権
ライセンシー

Rising Star
Games Limited

海外
ライセンシー

マーベラス音楽出版 デルファイサウンド
Marvelous
Entertainment USA ランタイムアートランド

海外販売

マーベラスエンターテイメント マーベラスインタラクティブ

当社
グループ

商品・サービス

業務

映像化権・商品化権

資本出資・製作費出資

音楽ソフト
映像ソフト
販売会社

ゲーム
ソフト
販売会社
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 2. 経 営 方 針 
 
（１）経 営 の 基 本 方 針 

当社グループは、｢音とゲームと映像を融合させた新しいエンターテイメントの創造｣により全世界の

人々に楽しみを与えることを経営理念に掲げ、日本が全世界に誇れる文化であるアニメーションにフォ

ーカスし、当社の強みである作品発掘能力やプロデュース能力を駆使し、優良なコンテンツの創造を実

現し、心の豊かな社会の発展に貢献することを経営の基本方針としております。 

 

（２）利益配分に関する基本方針 

当社は株主及び投資家の皆様に対して、業績や配当性向などを総合的に勘案し、また、急速な技術革

新に対応すべく将来の事業拡大と財務体質の強化のため、内部留保を確保しつつ、積極的に配当を実施

していくことを基本方針としております。 

 

（３）投資単位の引下げに関する考え方及び基本方針 

当社は、１株の金額が50万円程度で推移していたため、平成18年 3月 31日を基準日とし、平成18

年 4月 1日付をもって普通株式１株を２株に分割いたしました。 

当社株式の投資単位は1株と定めておりますが、今後も株価の動向をみながら株式の流通の活性化を

図るうえで、慎重に検討し対処していく所存であります。 

 

（４）目標とする経営指標 

安定利益の確保と成長の持続を目的として、売上高成長率および利益成長率（対前年比）について110%

以上の達成を目標としております。また、従業員一人当たり売上高1億円を目指すことで、従業員一人

一人が効率的な生産性を意識できるよう努めております。さらに、株主重視の観点から株主資本に対す

る利益率や配当率等に関しましても重要な指標として目標達成に努めてまいります。 

 

（５）中長期的な会社の経営戦略 

マーベラスグループの全体戦略として、「総合エンターテイメント企業への飛躍」を目標に掲げ、マ

スターライツの取得によるコンテンツライブラリーの充実と各事業間での相互活用によるマルチ展開、

それを通じた事業シナジーの創出と顧客基盤の拡大に取り組んでおります。 

1. 音楽映像事業 

音楽事業におきましては、当社の映像商品化コンテンツと連動した音楽商品の新規開拓を中心に商

品アイテムの充実を図ってまいります。 

映像事業におきましては、引き続き、優良マスターライツの選別的獲得を慎重かつ精力的に推進し、

国内外への映像販売、映像商品以外の二次利用によるマーチャンダイジングビジネスなど、権利運用の

幅を拡げてまいります。また、実写映画、オリジナルDVDソフトなどの非アニメ分野コンテンツへの取

り組みを行い、顧客層の拡大を図ると共に、次世代メディアへの対応として映像原版のハイディフィニ

ッション化を進めてまいります。 

2. デジタルコンテンツ事業 

デジタルコンテンツ事業におきましては、大ヒットシリーズ「牧場物語」のオンライン対応と新シ

リーズ展開、テレビアニメーション等で人気のキャラクターを活用した商品開発を継続し、当社ブラン

ドの確立を図ってまいります。一昨年度に投入されたニンテンドーDS は、引き続き幅広いユーザーに

広がりを見せており、この層の嗜好にマッチしたソフトを投入してまいります。また、持続的な成長を

見せる欧州ソフト市場に向けて子会社のRising Star Games Limited（以下RSG）による販売活動を推

進し、北米市場においては、子会社のMarvelous Entertainment USA, INC.において自社パブリッシン

グ体制を確立いたします。さらに、ハードメーカー各社の据え置き型次世代機投入に対応してビジネス

機会を創出いたします。 

 

3. アミューズメント事業 

アミューズメント事業におきましては、確実に集客の見込める複合商業施設への出店に特化し、量
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的拡大から質的拡大へシフトいたします。また、既存店におきましては、オペレーションの質的向上や

ゲーム機における投資効率の管理を徹底し、安定的な利益の確保を目指します。 

 

4. その他の事業 

その他の事業におきましては、当社取り扱いキャラクターの深耕拡大の一翼を担う事業として、今

後も多角的な舞台興行を行ってまいります。 

 

（６）会社の対処すべき課題 

音楽・映像事業におきましては、販売チャネルの多様化が進む中で、新たなメディアおよびインフラ

に対応し、映像コンテンツのマスターライツ保有を進めて原版（盤）収益の確立に取り組んでまいりま

す。また、子会社の株式会社デルファイサウンド、株式会社アートランドと連携した制作機能強化によ

る、品質および利益率の向上を図ります。 

DVD ソフト市場全体の低迷を見据え、商品カテゴリーの多様化に取り組むとともに、購買・保有の促

進につながる優れたマスターライツの企画・開発に努めてまいります。 

デジタルコンテンツ事業におきましては、ゲームソフト市場に回復の兆しが見える中、次世代ゲーム

機の登場に伴う開発費の上昇および開発会社の淘汰が進んでおります。このような環境化において、今

までのゲームソフトの概念にとらわれない、幅広いユーザー向けの商品企画を多数立ち上げ、低リスク

で安定収益の見込める商品を展開してまいります。さらに、定番タイトルである「牧場物語」だけでな

く、リスクの低い形で複数のオンラインゲームを運営開始することで、新たなビジネス機会を創出して

まいります。 

アミューズメント事業におきましては、初期投資額が大きい大型・高機能ゲーム機に対する投資収益

性の管理、徹底したコスト抑制をはじめとしたオペレーション管理の質的向上に取り組んでまいります。 

その他事業におきましては、ミュージカル「テニスの王子様」の顧客数が飛躍的に増大しており、公

演の安全で円滑な運営が課題となってきております。さらに、この分野の先駆者の位置を確実なものに

するために、新たな演目の公演を実施し、「テニスの王子様」に続くヒットシリーズの確立に取り組ん

でまいります。 

 

（７）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況 

当社グループは意思決定の迅速性を確保しつつ、経営の公正性と透明性の一層の向上を実現させるこ

とを目的として、コーポレート・ガバナンスを考えております。その施策として、下記の項目について

取り組んでおります。 

1. 取締役会の運営について 

取締役会は取締役 6 名で構成されており、毎月 1 回定例開催をしております。取締役会には監査役

も出席し、取締役とは職責を異にする独立機関であることを認識し、積極的に活発な意見具申をしてお

り、経営チェックを行うことができる運営体制をとっております。 

2. 経営会議の運営について 

経営会議は取締役及び各グループマネージャー、内部監査室長を構成員とし、毎月 2 回定例開催を

しております。また、監査役も必要に応じて出席し、意見を述べております。経営会議では取締役会の

決定した基本方針に基づいて、全般的な業務執行方針及び計画並びに重要な業務の実施に関する事項を

協議するほか、必要に応じ構成員が提示した事項及び議長が必要と認めた事項について協議しておりま

す。 

3. IR活動について 

IR活動については、機関投資家及び個人投資家、関係記者等に向けて、年間2～3回程度の会社説明

会を開催するように努めるほか、ディスクロージャーの重要性を認識し、CFOを情報開示担当役員、管

理グループを情報開示担当部署とし、企業内容の迅速な開示に対応すべく社内体制の強化に努めており

ます。また、証券アナリスト等を通じて株主及び投資家の皆様へ当社の事業展開、業績推移等について

タイムリーに情報を発信し、当社への信頼度、理解度を高めるための活動を行い、IR 活動に積極的に

取り組んでおります。さらに、情報提供の不公平性をなくすため、ホームページ等でのタイムリーディ

スクロージャーにも努めております。 
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3. 経営成績及び財政状態 
 
（1）経営成績 

当連結会計年度における日本経済は、原油価格の高騰、原材料の値上がり等の懸念材料があったものの、

企業収益の改善や設備投資の増加並びに雇用情勢の改善等に支えられ、景気は回復基調の中、堅調に推移

するとともに、個人消費も着実な回復傾向へとシフトしつつあります。 

当社グループを取り巻く環境におきましては、音楽ソフト市場は下げ止まり傾向にありますが、国内映

像ソフト市場は平成12年から続いた拡大傾向が鈍化し、特に販売用DVDソフト市場はほぼ前年同期と同

水準程度にとどまりました。国内ゲーム市場におきましては、ハード市場は、ニンテンドーDS が好調な

販売推移を示し、ソフト市場につきましてもニンテンドーDS ソフトの売上が市場を牽引いたしました。

また、アミューズメント業界におきましては、小規模店舗の閉鎖と大規模店舗の新設という状況が依然と

して継続しております。 

このような状況下、音楽映像事業におきましては、前期に引き続き「蟲師（むしし）」のヒットが売上、

利益に貢献いたしました。また、旧作マスターライツ作品のレンタルDVD受注等も好調に推移いたしまし

た。加えて、非アニメ分野への進出として「実写映画『テニスの王子様』への製作出資を行っております。

デジタルコンテンツ事業におきましては、「牧場物語」に続くオリジナルシリーズタイトルとして「ルー

ンファクトリー－新牧場物語－」と「VALHALLA KNIGHTS－ヴァルハラナイツ－」がともに好調な売上を記

録いたしました。なお、アミューズメント事業におきましては、今会計期間中に大型店二店を開設したも

のの、客単価アップの主要因であるクレーンゲームの不調の影響から既存店の売上が減少、また、出店の

遅延及び新規店舗の低迷等が利益を圧迫いたしました。 

これらの結果、当中間連結会計期間の業績は、売上高が 49億 56百万円（前年同期比 26.0％増）、営業
損失が 5億 77百万円（前年同期は営業利益 2億 70百万円）、経常損失が 5億 57百万円（前年同期は経
常利益 2億 92百万円）、中間純損失が 5億 91百万円（前年同期は中間純利益 1億 73百万円）となりま
した。 

 

事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

 

① 音楽映像事業 

音 楽 

2006年上半期（2006年 1月～6月）における国内オーディオ商品の生産実績は、数量で前年同期比8％

増の1億6,603万枚、金額で前年同期比4％増の1,937億円と、金額・数量共に昨年下期に引き続き、前

年同期を上回りました。（社団法人 日本レコード協会調べ） 

このような状況下、当事業におきましては、専属新人アーティスト「加藤和樹」のデビューミニアルバ

ム「Rough Diamond」が1万枚を超える好調なセールスとなりました。また、子会社の株式会社デルファ

イサウンドにて、前期に引き続きインディーズアーティスト等の非アニメーションの音楽商品を新たに

発売いたしました。 

 

映 像 

2006 年上半期（2006 年 1 月～6月）における国内映像ソフト商品の総売上高は 1,546 億円で前年同期

比 4.6％増、数量では 4,763 本/枚で前年同期比 5.7％増となり、上半期では売上金額で過去 3 番目、数

量においては過去2番目の売上となりました。主な要因として、「販売用」DVDソフトの売上金額は2年

連続で前年同期を下回ったものの、「レンタル用」DVDソフトの売上が前年同期比48.9％増と大きく伸長

し過去最高を記録しております。（社団法人 日本映像ソフト協会調べ） 

このような状況下、当事業におきましては、マスターライツ取得作品「AIR GEAR」「ストロベリーパニ

ック」のテレビでの放送と映像商品化等を行いました。また、旧作のマスターライツ取得作品を DVD パ

ッケージとしたレンタル受注増、下期に予定しておりました海外番組販売売上が前倒しとなりました。

加えて、前年に引き続き「蟲師」が好調に推移いたしました。さらに、アニメーション以外についても、
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実写映画『テニスの王子様』の劇場公開やDVD、NHKとの共同制作「ALASKA星のような物語」等各種の映

像商品を編成いたしました。 

一方、当中間期において、国内映像ソフト商品の大半を占める販売用DVDソフトの売上が頭打ちとなる

中で、事業リスクの極小化を目的に、一部のコンテンツに対する評価の見直しに伴う償却の前倒しを実

施いたしました。 

   この結果、当中間期における音楽映像事業の売上高は 22億 66百万円（前年同期比 33.4％増）、営業損
失は 2億 87百万円（前年同期は営業利益 3億 19百万円）となりました。 
 

② デジタルコンテンツ事業 

2006年上半期（2006年 1～6月）における国内ゲーム機（ソフト・ハード合計）は、前年同期比33.6％

増の2,768億円と昨年を上回りました。ハード市場は、ニンテンドーDSおよびDS Lite、プレイステー

ションポータブルが共に好調な販売推移を示したことで、前年同期比39.4％増の1,018億円と大幅な伸

びを見せました。また、ソフト市場につきましても、ニンテンドーDSソフトの好調な売上に牽引され、

販売本数100万本以上のソフトが2005年上半期は1タイトルであったことに対し、2006年上半期は6

タイトルに増加した結果、前年同期比30.4％増の1,749億円と大幅成長となりました。（株式会社エン

ターブレイン マーケティング企画部調べ） 

このような状況下、当事業におきましては、定番タイトルである「牧場物語」シリーズに続いて新た

にシリーズ化が期待できる「ルーンファクトリー－新牧場物語－」と「VALHALLA KNIGHTS－ヴァルハ

ラナイツ－」を発売することができました。ともに好調な売上を記録し、週刊ファミ通の上位にランク

インしました。また、前期中において発売の遅延により、売上、利益が減少する結果となった海外市場

では、英国子会社のRSGにおいての人員体制の強化、プラットフォームホルダーとの調整等を実施し、

前年同期比139％増となる大幅な売上増となりました。これら２つのタイトルとRSGがほぼ当初計画通

りに好調であったものの、株式会社ランタイムにおける次世代機ソフト開発環境の整備及び強化を行な

ったことにより利益を圧迫いたしました。 

この結果、当中間期におけるデジタルコンテンツ事業の売上高は 14億 55百万円（前年同期比 18.7％
増）、営業損失は 85百万円（前年同期は営業利益 41百万円）となりました。 

 

③ アミューズメント事業 

当事業におきましては、クレーンゲームの不振による客単価の減少に加え、新規店舗の出店遅延および

低迷等により、売上、利益ともに減少する結果となりました。また、集客が期待できる新規大型機やネッ

トワークゲーム機がメーカーから発売されなかったこともあり、メダルゲーム機への投資にシフトしまし

たが、クレーンゲームの落ち込みをカバーするには至りませんでした。また、当中間期においては、新規

大型店舗として「THE 3RD PLANET仙台鈎取店（宮城県仙台市）」「THE 3RD PLANETフレスポ赤道店（新潟県

新潟市）」を開業したことによる負担が重く、また、「THE 3RD PLANET佐野店（栃木県佐野市）」の閉店に

より、アミューズメント事業として営業損失を計上することになりました。 

この結果、当中間期におけるアミューズメント事業の売上高は10億47百万円（前年同期比26.4％増）、
営業損失は 27百万円（前年同期は営業利益 1億 14百万円）となりました。 
 

④ その他の事業 

その他の事業におきましては、「ミュージカル『テニスの王子様』Advancement Match 六角 feat.

氷帝学園」の舞台公演を開催し、全35ステージのチケットを完売いたしました。 

この結果、当中間期におけるその他の事業の売上高は 1億 86百万円（前年同期比 4.0％増）、営業利
益は 53百万円（前年同期比 69.3％増）となりました。 
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（２）財 政 状 態 

当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下｢資金｣）の状況は、前連結会計年

度末に比べ2億9百万円増加し、9億84百万円となりました。 

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果使用した資金は7億68百万円(前中間連結会計期間は得られた資金1億11百万円）とな

りました。 

これは、主に映像コンテンツ償却、映像コンテンツの評価損、有形・無形の減価償却が前連結会計年

度末と比べ13億77百万円増加、仕入債務、未払金、未払印税の増加が前連結会計年度末と比べ8億83百

万円増加しましたが、当中間連結会計期間において、5億31百万円の税金等調整前中間純損失となった

ことと、タイトル増による映像コンテンツの増加と当中間連結会計期間よりゲームソフトの開発費をコ

ンテンツと認識し、発売時までたな卸資産に計上することにしたため、前連結会計年度末と比べ、たな

卸資産が25億57百万円増加したことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は11億77百万円(前中間連結会計期間比74.1％増）となりました。 

これは、主にアミューズメント事業の新規出店と既存店の設備機器の入れ替え等による有形固定資産

取得の支払額が前連結会計年度末と比べ8億3百万円、また、アミューズメント事業の新規出店等に係る

建設協力金（貸付金）が増減差額で前連結会計年度末と比べ3億36百万円増加したことによるものであ

ります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果得られた資金は21億49百万円(前中間連結会計期間比267.1％増）となりました。 

これは、主に金融機関からの借入金が当中間連結会計期間に21億89百万円増加したことによるもので

あります。 

 

当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

 平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 
 中間 期末 中間 期末 中間 
自己資本比率（％） 47.8 46.5 41.0 50.3  29.7 
時価ベースの自己資

本比率（％） 149.8 167.6 233.8 105.1  71.1 

債務償還年数（年） 0.2 ― 2.7 ―  ― 
インタレスト・カバ

レッジ・レシオ 476.0 269.4 62.7 ―  ― 

 
時価ベースでの自己資本比率：株式時価総額／総資産 
債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 
インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 
※ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 
※ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により算出しております。 
※ 営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを

使用しております。 
  有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象と

しております。 
  また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 
※ 債務償還年数の中間期での計算は、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため２倍にしておりま
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す。 
※ 平成 17年 3月期期末の債権償還年数につきましては、有利子負債がないため、平成 18年 3月期期
末及び平成 19年 3月期中 
  間の債権償還年数とインタレスト・カバレッジ・レシオにつきましては、営業キャッシュ・フローが

マイナスのため記 
  載しておりません。 

 
（３）通 期 の 見 通 し 

通期の見通しにつきましては、引き続き当社グループを取り巻く環境において厳しい状況が続くものと

想定される中で、中長期的かつ継続的な利益確保に向け、事業リスクの極小化、収益構造の改善に取り組

んでまいります。 

通期の連結業績予想におきましては、売上高は128億円となり当初の予想を上回るものの、利益に関し

ましては、経常損失2億55百万円、当期純損失6億27百万円と当初予想を下回る見込みとなっておりま

す。 

なお、連結業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したも

のであり、実際の業績は今後、起こりうる様々な要因により異なる可能性があります。 
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4. 中間連結財務諸表等 
（１）中間連結財務諸表 

① 中間連結貸借対照表 

 

  
前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
（％）

金額(千円) 
構成比
（％） 

金額(千円) 
構成比
（％）

(資産の部)     

Ⅰ 流動資産     

１ 現金及び預金   853,857 984,209   774,486

２ 受取手形及び売掛金   862,723 1,925,624   1,865,426

３ たな卸資産   573,554 2,315,762   759,107

４ 前渡金   1,083,691 777,635   1,316,096

５ その他   188,063 498,545   357,425

  貸倒引当金   △17,304 △12,351   △18,013

流動資産合計   3,544,584 67.9 6,489,427 69.2  5,054,529 74.6

Ⅱ 固定資産     

１ 有形固定資産 ※1    

(1) 建物  293,625 360,606  266,973 

(2) アミューズメント 
施設機器 

 755,896 1,170,069  715,898 

(3) その他  116,807 1,166,329 122,364 1,653,040  107,022 1,089,894

２ 無形固定資産     

(1) のれん  － 317,926  － 

(2) その他  88,599 88,599 117,772 435,698  151,627 151,627

 ３ 投資その他の資産     

(1) 敷金保証金  335,978 361,545  346,382 

  (2) その他  91,576 444,410  134,993 

   貸倒引当金  △8,725 418,828 △501 805,454  △509 480,866

固定資産合計   1,673,758 32.1 2,894,193 30.8  1,722,388 25.4

資産合計   5,218,342 100.0 9,383,621 100.0  6,776,918 100.0
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前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
（％）

金額(千円) 
構成比
（％） 

金額(千円) 
構成比
（％）

(負債の部)     

Ⅰ 流動負債     

１ 買掛金   431,622 1,023,862   634,875

２ 短期借入金   600,171 2,600,000   800,000

３ 一年以内返済予定の 
  長期借入金 

  － 20,231   －

４ 未払金   853,897 1,312,730   659,803

５ 未払印税   574,441 675,818   594,785

６ 未払法人税等   98,148 25,704   34,856

７ 前受金   285,080 355,740   483,021

８ 賞与引当金   66,776 82,633   48,590

９ 製品自主回収引当金   63,009 －   －

10 その他   36,807 36,452   54,114

流動負債合計   3,009,956 57.7 6,133,173 65.4  3,310,047 48.8

Ⅱ 固定負債     

１ 長期借入金   － 433,264   －

２ 連結調整勘定   40,119 －   20,059

３ 預り保証金   830 8,088   3,946

固定負債合計   40,949 0.8 441,353 4.7  24,006 0.4

負債合計   3,050,905 58.5 6,574,526 70.1  3,334,053 49.2

(少数株主持分)     

少数株主持分   26,629 0.5 － －  31,872 0.5
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前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
（％）

金額(千円) 
構成比
（％） 

金額(千円) 
構成比
（％）

(資本の部)     

Ⅰ 資本金   416,415 8.0 － －  872,442 12.9

Ⅱ 資本剰余金   417,935 8.0 － －  873,961 12.9

Ⅲ 利益剰余金   1,306,126 25.0 － －  1,662,305 24.5

Ⅳ 為替換算調整勘定   330 0.0 － －  2,282 0.0

資本合計   2,140,807 41.0 － －  3,410,991 50.3

負債、少数株主持分 
及び資本合計 

  5,218,342 100.0 － －  6,776,918 100.0

(純資産の部)     

Ⅰ 株主資本     

１ 資本金   878,539   

２ 資本剰余金   880,059   

３ 利益剰余金   1,017,667   

株主資本合計   2,776,266 29.6  

Ⅱ 評価・換算差額等     

１ 為替換算調整勘定   6,862   

評価・換算差額等合計   6,862 0.0  

Ⅲ 少数株主持分   25,966 0.3  

純資産合計   2,809,094 29.9  

負債純資産合計   9,383,621 100.0  
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② 中間連結損益計算書 
 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比
（％）

金額(千円) 
百分比
（％） 

金額(千円) 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   3,932,863 100.0 4,956,153 100.0  9,196,560 100.0

Ⅱ 売上原価   2,384,032 60.6 3,925,477 79.2  5,771,261 62.8

売上総利益   1,548,831 39.4 1,030,675 20.8  3,425,299 37.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1  1,278,176 32.5 1,608,235 32.4  2,851,245 31.0

営業利益又は営業損失(△)   270,654 6.9 △577,560 △11.6  574,054 6.2

Ⅳ 営業外収益     

１ 受取利息  220 173  276 

２ 受取配当金  － 220  － 

３ 連結調整勘定償却額  20,724 －  40,783 

４ 負ののれん償却額  － 20,059  － 

５ 為替差益  8,976 7,054  11,081 

６ 保険解約返戻金  － 3,847  － 

７ その他  431 30,353 0.7 6,296 37,651 0.8 2,146 54,288 0.6

Ⅴ 営業外費用     

１ 支払利息  1,554 9,758  3,217 

２ 新株発行費  3,177 －  9,702 

３ 株式分割費用  2,827 2,227  4,879 

４ 保険積立取崩額  － 5,202  － 

５ その他  739 8,298 0.2 348 17,536 0.4 1,001 18,801 0.2

経常利益又は経常損失(△)   292,709 7.4 △557,444 △11.2  609,540 6.6

Ⅵ 特別利益     

１ 貸倒引当金戻入額  2,342 5,880  11,872 

２ 固定資産売却益 ※2 986 53,952  7,849 

３ 投資有価証券売却益  5,500 －  5,500 

４ 製品自主回収引当金 
  戻入額 

 － －  46,570 

５ 会員権売却益  － 8,828 0.2 － 59,832 1.2 805 72,597 0.8

Ⅶ 特別損失     

１ 固定資産売却損 ※3 23,365 6,957  34,884 

２ 固定資産除却損 ※4 1,995 22,790  1,995 

３ 出店契約金不返還額  － 25,361 0.6 3,916 33,664 0.7 － 36,880 0.4

税金等調整前中間（当期） 
純利益又は税金等調整前 
中間純損失(△) 

  276,176 7.0 △531,276 △10.7  645,257 7.0

法人税、住民税及び事業税  99,244 5,879  118,718 

法人税等調整額  4,050 103,295 2.6 60,688 66,568 1.3 △7,764 110,954 1.2

少数株主利益又は損失（△）   △126 △0.0 △5,906 △0.1  5,116 0.1

中間（当期）純利益 
又は中間純損失(△) 

  173,007 4.4 △591,937 △11.9  529,186 5.7
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③ 中間連結剰余金計算書 
 

  

前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日

至 平成17年９月30日）

前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日）

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 

（資本剰余金の部）   

Ⅰ 資本剰余金期首残高  403,788 403,788 

Ⅱ 資本剰余金増加高   

  増資による新株式の発行  14,147 14,147 470,173 470,173 

Ⅲ 資本剰余金中間期末（期末）残
高 

 417,935 873,961 

   

（利益剰余金の部）   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  1,192,473 1,192,473 

Ⅱ 利益剰余金増加高   

  中間（当期）純利益  173,007 173,007 529,186 529,186 

Ⅲ 利益剰余金減少高   

１ 配当金  48,200 48,200  

２ 役員賞与  11,155 59,355 11,155 59,355 

Ⅳ 利益剰余金中間期末（期末）残
高 

 1,306,126 1,662,305 
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④ 中間連結株主資本等変動計算書 
 

当中間連結会計期間（自 平成 18年４月１日 至 平成 18年９月 30日） 
株主資本  

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 
平成18年３月31日
残高（千円） 872,442 873,961 1,662,305 3,408,708 
中間連結会計期間
中の変動額     
新株の発行 6,097 6,097  12,195 
剰余金の配当   △52,700 △52,700 
中間純損失（△）   △591,937 △591,937 
株主資本以外の
項目の中間連結
会計期間中の変
動額（純額） 

    

中間連結会計期間
中の変動額合計（千
円） 

6,097 6,097 △644,637 △632,442 

平成18年９月30日
残高（千円） 878,539 880,059 1,017,667 2,776,266 

 
評価・換算差額等 

 
為替換算調整勘定 評価・換算差額等合

計 
少数株主持分 純資産合計 

平成18年３月31日
残高（千円） 2,282 2,282 31,872 3,442,864 
中間連結会計期間
中の変動額     
新株の発行    12,195 
剰余金の配当    △52,700 
中間純損失（△）    △591,937 
株主資本以外の
項目の中間連結
会計期間中の変
動額（純額） 

4,579 4,579 △5,906 △1,326 

中間連結会計期間
中の変動額合計（千
円） 

4,579 4,579 △5,906 △633,769 

平成18年９月30日
残高（千円） 6,862 6,862 25,966 2,809,094 
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⑤ 中間連結キャッシュ・フロー計算書 
 

  
前中間連結会計期間
（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・
フロー計算書 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日）

区分 
注記

番号
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   
１ 税金等調整前中間(当期)純利益又は 
  税金等調整前中間純損失(△) 

 276,176 △531,276 645,257

２ 減価償却費  194,779 360,823 555,725

３ 映像コンテンツ償却  341,180 659,741 767,529

４ 連結調整勘定償却額  △18,306 － △35,947

５ のれん償却額  － 7,313 －

６ 長期前払費用償却額  233 3,283 2,233

７ 賞与引当金の増加(減少△)額  11,539 34,043 △6,647

８ 貸倒引当金の減少額  △2,134 △5,669 △9,642

９ 製品自主回収引当金の減少額  △71,990 － △135,000

10 受取利息  △220 △173 △276

11 支払利息  1,554 9,758 3,217

12 為替差益  △2,960 △549 △3,309

13 新株発行費  3,177 － 9,702

14 映像コンテンツの評価損  30,000 356,600 107,319

15 固定資産売却益  △986 △53,952 △7,849

16 固定資産売却損  23,365 6,957 34,884

17 固定資産除却損  1,995 22,790 1,995

18 投資有価証券売却益  △5,500 － △5,500

19 会員権売却益  － － △805

20 売上債権の減少(増加△)額  478,739 △51,905 △523,964

21 たな卸資産の増加額  △261,983 △2,557,184 △951,205

22 仕入債務の増加額  102,732 337,590 305,986

23 未払金の増加(減少△)額  △289,206 464,760 △141,350

24 未払印税の増加額  28,440 81,032 48,784

25 役員賞与の支払額  △11,155 － △11,155

26 その他流動資産の減少(増加△)額  △758,745 383,254 △1,131,083

27 その他流動負債の増加(減少△)額  172,991 △262,712 392,458

28 その他  － 4,025 －

小計  243,718 △731,448 △88,641

29 利息の受取額  220 173 276

30 利息の支払額  △1,780 △13,641 △3,631

31 法人税等の支払額  △130,619 △23,168 △217,605

営業活動によるキャッシュ・フロー  111,537 △768,085 △309,602

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   
１ 連結の範囲の変更を伴う子会社株式 
  の取得による収入 

 378 － 378

２ 連結の範囲の変更を伴う子会社株式 
  の取得による支出 

 － △146,042 －

３ 有形固定資産の取得による支出  △495,280 △803,592 △1,129,077

４ 有形固定資産の売却による収入  5,408 123,884 17,040

５ 無形固定資産の取得による支出  △57,939 △7,983 △132,003

６ 投資有価証券の売却による収入  6,500 － 6,500

７ 長期前払費用の増加による支出  △36,500 △18,000 △43,000

８ 会員権の売却による収入  － － 2,205

９ 匿名組合への出資による支出  － － △54,225

10 匿名組合精算金受入による収入  － 11,907 －
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前中間連結会計期間
（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・
フロー計算書 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日）

区分 
注記

番号
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

11 敷金保証金の増加による支出  △140,750 △38,726 △151,714

12 敷金保証金の減少による収入  40,580 34,304 41,140

13 貸付けによる支出  － △346,740 △3,000

14 貸付金の回収による収入  1,701 6,822 4,017

15 預り保証金の返還に伴う支出  △292 △1,458 △876

16 預り保証金の受入に伴う収入  － 5,600 3,700

17 その他  － 2,952 －

投資活動によるキャッシュ・フロー  △676,194 △1,177,070 △1,438,914

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

１ 短期借入れによる収入  1,000,171 3,000,000 2,100,000

２ 短期借入金の返済による支出  △400,000 △1,200,000 △1,300,000

３ 長期借入れによる収入 － 400,000 －

４ 長期借入金の返済による支出 － △10,238 －

５ 株式の発行による収入 28,171 12,086 930,644

６ 少数株主からの払込みによる収入  5,000 － 5,000

７ 配当金の支払額  △47,809 △52,097 △47,921

財務活動によるキャッシュ・フロー  585,534 2,149,749 1,687,722

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  2,572 5,129 4,873

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加(減少△)額  23,450 209,723 △55,920

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  830,406 774,486 830,406

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末(期末) 
  残高 

 853,857 984,209 774,486
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 

連結子会社の数 ５社 

連結子会社の名称 

㈱マーベラス音楽出版 

㈱マーベラスインタラクティ

ブ 

Rising Star Games Limited 

㈱デルファイサウンド 

Marvelous Entertainment 

USA,Inc. 

すべての子会社を連結しており

ます。 

上記のうち、㈱デルファイサウン

ドについては当中間連結会計期間

において出資割合90％で新たに設

立、また、Marvelous Entertainment 

USA,Inc.については当中間連結会

計期間において全株式を取得した

ため、連結の範囲に含めておりま

す。 

１ 連結の範囲に関する事項 

連結子会社の数 ７社 

連結子会社の名称 

㈱マーベラス音楽出版 

㈱マーベラスインタラクティ

ブ 

Rising Star Games Limited 

㈱デルファイサウンド 

Marvelous Entertainment 

USA,Inc. 

㈱ランタイム 

㈱アートランド 

すべての子会社を連結しており

ます。 

上記のうち、㈱ランタイムと㈱ア

ートランドについては当中間連結

会計期間において全株式を取得し

たため、連結の範囲に含めておりま

す。 

１ 連結の範囲に関する事項 

連結子会社の数 ５社 

連結子会社の名称 

㈱マーベラス音楽出版 

㈱マーベラスインタラクティ

ブ 

Rising Star Games Limited 

㈱デルファイサウンド 

Marvelous Entertainment 

USA,Inc. 

すべての子会社を連結しており

ます。 

上記のうち、㈱デルファイサウン

ドについては当連結会計年度にお

いて出資割合90％で新たに設立、ま

た 、 Marvelous Entertainment 

USA,Inc.については当連結会計年

度において全株式を取得したため、

連結の範囲に含めております。 

２ 持分法の適用に関する事項 

非連結子会社及び関連会社がな

いため、持分法の適用はありませ

ん。 

２ 持分法の適用に関する事項 

同左 

２ 持分法の適用に関する事項 

同左 

３ 連結子会社の中間決算日等に関する 

  事項 

当中間連結会計期間より、連結子

会社のRising Star Games Limited

の決算日を変更したため、連結子会

社の中間決算日は、中間連結決算日

と一致しております。 

３ 連結子会社の中間決算日等に関する

  事項 

連結子会社のうち、㈱ランタイム

の中間決算日は12月31日でありま

す。 

なお、中間連結決算日現在で中間

決算に準じた仮決算を行った中間

財務諸表を基礎としております。 

３ 連結子会社の事業年度等に関する 

  事項 

当連結会計年度より、連結子会社

のRising Star Games Limitedの決

算日を変更したため、連結子会社の

決算日は、連結決算日と一致してお

ります。 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評 

  価方法 

①有価証券 

その他有価証券 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

なお、投資事業有限責任組

合に類する組合への出資（証券

取引法第２条第２項により有

価証券とみなされるもの）につ

いては、組合契約に規定される

決算報告日に応じて入手可能

な最近の決算書を基礎とし、持

分相当額を純額で取り込む方

法によっております。 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評 

  価方法 

①有価証券 

その他有価証券 

時価のないもの 

同左 

――――― 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評 

  価方法 

①有価証券 

その他有価証券 

時価のないもの 

同左 

なお、投資事業有限責任組

合に類する組合への出資（証券

取引法第２条第２項により有

価証券とみなされるもの）につ

いては、組合契約に規定される

決算報告日に応じて入手可能

な最近の決算書を基礎とし、持

分相当額を純額で取り込む方

法によっております。 
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前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

②たな卸資産 

ａ 製品及び原材料  

移動平均法による原価法 

ｂ 仕掛品 

個別法による原価法 

ｃ 映像コンテンツ 

見積回収期間にわたる月次均

等償却 

なお、映画に関しては劇場上

映時と映像化商品発売時の予

想収益に応じて按分し、それ

ぞれ収益獲得時に一括償却し

ております。 

ｄ   ――――― 

 

ｅ 貯蔵品 

最終仕入原価法 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却 

  方法 

①有形固定資産 

定率法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。 

アミューズメント施設機器 

２年から３年 

ただし、平成10年４月１日以降

取得した建物（建物附属設備は除

く）については、定額法によって

おります。 

また、取得価額が10万円以上20

万円未満の資産については、３年

均等償却によっております。 

②たな卸資産 

ａ 製品及び原材料 

同左 

ｂ 仕掛品 

同左 

ｃ 映像コンテンツ 

同左 

 

 

 

 

 

 

ｄ デジタルコンテンツ 

個別法による原価法 

ｅ 貯蔵品 

同左 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却 

  方法 

①有形固定資産 

同左 

②たな卸資産 

ａ 製品及び原材料 

同左 

ｂ 仕掛品 

同左 

ｃ 映像コンテンツ 

同左 

 

 

 

 

 

 

ｄ   ――――― 

 

ｅ 貯蔵品 

同左 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却 

  方法 

①有形固定資産 

同左 

②無形固定資産 

定額法を採用しております。 

なお，自社利用のソフトウェア

については、社内における利用可

能期間（５年）に基づく定額法に

よっております。 

ただし、市場販売目的ソフトウ

ェアについては、見込販売収益に

基づく償却方法によっておりま

す。 

②無形固定資産 

同左 

②無形固定資産 

同左 

③    ――――― ③長期前払費用 

均等償却によっております。 

なお、償却期間については、法

人税法に規定する方法と同一の

基準によっております。 

③長期前払費用 

同左 

(3) 重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

債権の貸倒損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性

を勘案し、回収不能見込額を計上

しております。 

(3) 重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

(3) 重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 



- 19 - 

 
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

②賞与引当金 

従業員に対する賞与の支給に充

てるため、支給見込額のうち当中

間連結会計期間に負担すべき金額

を計上しております。 

②賞与引当金 

同左 

 

 

 

②賞与引当金 

従業員に対する賞与の支給に

充てるため、支給見込額のうち当

連結会計年度に負担すべき金額

を計上しております。 

③製品自主回収引当金 

製品自主回収に関する回収費

用について、前連結会計年度末に

おいて必要と認めた合理的な損

失見積額を計上しております。 

(追加情報) 

前連結会計年度において、連結

子会社㈱マーベラスインタラク

ティブの製品の一部に不具合が

認められたことに伴い、その影響

を会計上適切に表示するために

自主回収費用予想額を見積り、製

品自主回収引当金を計上してお

ります。 

③    ――――― 

 

③    ――――― 

 

(4) 重要なリース取引の処理方法 
リース物件の所有権が借主に
移転すると認められるもの以外
のファイナンス・リース取引につ
いては、通常の賃貸借取引に係る
方法に準じた会計処理によって
おります。 

(4) 重要なリース取引の処理方法 
同左 

(4) 重要なリース取引の処理方法 
同左 

(5)     ――――― (5) 重要なヘッジ会計の方法 
①ヘッジ会計の方法 
金利スワップは、特例処理の要
件を満たしておりますので、特
例処理を採用しております。 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 
ヘッジ手段……金利スワップ 
ヘッジ対象……借入金の利息 

③ヘッジの方針 
当社グループは、借入金の金利
変動リスクを回避する目的で
金利スワップ取引を行ってお
り、ヘッジ対象の識別は個別契
約毎に行っております。 

④ヘッジ有効性評価の方法 
リスク管理方針に従って、以下
の条件を満たす金利スワップ
を締結しております。 
Ⅰ 金利スワップの想定元本
と長期借入金の元本金額が
一致している。 

Ⅱ 金利スワップと長期借入
金の契約期間及び満期が一
致している。 

Ⅲ 長期借入金の変動金利の
インデックスと金利スワッ
プで受払いされる変動金利
のインデックスが、みずほCB 
TIBOR(3ヶ月物)+0.8％で一
致している。 

Ⅳ 長期借入金と金利スワッ
プの金利改定条件が一致し
ている。 

(5) 重要なヘッジ会計の方法 
①ヘッジ会計の方法 
繰延ヘッジ処理によっており
ます。 
 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 
ヘッジ手段……為替予約 
ヘッジ対象……売掛金 

③ヘッジの方針 
金融収支改善のため、対象債権
の範囲内でヘッジを行ってお
ります。 
 
 

④ヘッジ有効性評価の方法 
ヘッジ開始時から有効性判定
時点までの期間において、ヘッ
ジ対象とヘッジ手段の相場変
動の累計を比較し、両者の変動
額等を基礎にして判断してお
ります。 
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前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 Ⅴ 金利スワップの受払い条
件がスワップ期間を通して
一定である。 
従って、金利スワップの特例

処理の要件を満たしているの
で中間決算日における有効性
の評価を省略しております。 

 

(6) その他中間連結財務諸表作成の 
  ための重要な事項 

消費税等の会計処理 
税抜方式によっております。 

(6) その他中間連結財務諸表作成の 
  ための重要な事項 

消費税等の会計処理 
同左 

(6) その他連結財務諸表作成のため 
  の重要な事項 

消費税等の会計処理 
同左 

５ 連結子会社の資産及び負債の評価 
  に関する事項 

全面時価評価法を採用しており
ます。 

５ 連結子会社の資産及び負債の評価 
  に関する事項 

同左 

５ 連結子会社の資産及び負債の評価 
  に関する事項 

同左 

６ 連結調整勘定の償却に関する事項 
３年間の均等償却を行っており

ます。 
ただし、重要性の低い金額につい

ては、一時償却を行っております。 

６ のれん及び負ののれんの償却に関す
  る事項 

３年間から５年間の均等償却を
行っております。 

６ 連結調整勘定の償却に関する事項 
３年間の均等償却を行っており

ます。 
ただし、重要性の低い金額につい

ては、一時償却を行っております。
７ 中間連結キャッシュ・フロー計算書 
  における資金の範囲 

手元現金、要求払預金及び取得日
から３ヶ月以内に満期日の到来す
る流動性の高い、容易に換金可能で
あり、かつ、価値の変動について僅
少なリスクしか負わない短期的な
投資であります。 

７ 中間連結キャッシュ・フロー計算書
  における資金の範囲 

同左 

７ 連結キャッシュ・フロー計算書 
  における資金の範囲 

同左 
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会計処理の変更  
 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当中間連結会計期間から「固定資産の

減損に係る会計基準」（「固定資産の減損

に係る会計基準の設定に関する意見書」

(企業会計審議会 平成14年8月9日)）及

び「固定資産の減損に係る会計基準の適

用指針」（企業会計基準委員会 平成15

年10月31日 企業会計基準適用指針第6

号）を適用しております。 

これによる損益に与える影響はありま
せん。 

――――― （固定資産の減損に係る会計基準） 

当連結会計年度から「固定資産の減損

に係る会計基準」（「固定資産の減損に係

る会計基準の設定に関する意見書」(企業

会計審議会 平成14年8月9日)）及び「固

定資産の減損に係る会計基準の適用指

針」（企業会計基準委員会 平成15年10

月31日 企業会計基準適用指針第6号）を

適用しております。 

これによる損益に与える影響はありま

せん。 

――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準等） 

当中間連結会計期間から「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 平成17年12月９

日 企業会計基準第5号）及び「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」（企業会計基準委員会 平

成17年12月９日 企業会計基準適用指針

第8号）を適用しております。 

なお、従来の「資本の部」の合計に相

当する金額は2,783,128千円であります。

 

中間連結財務諸表規則の改正により、

当中間連結会計期間における中間連結財

務諸表は、改正後の中間連結財務諸表規

則により作成しております。 

――――― 

 
 
表示方法の変更  

 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

（中間連結貸借対照表） 
「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16年法律第97
号）が平成16年６月９日に交付され、平成16年12月１日より適
用となり、「金融商品会計に関する実務指針」（会計制度委員会
報告第14号）が平成17年２月15日付で改正されたことに伴い、
当中間連結会計期間から投資事業有限責任組合及びそれに類
する組合への出資（証券取引法第２条第２項により有価証券と
みなされるもの）を投資有価証券として表示する方法に変更い
たしました。 
なお、当中間連結会計期間の投資有価証券に含まれる当該
出資の額は、11,907千円であります。 
前中間連結会計期間において有形固定資産の「その他」に
含めて表示しておりました「建物」（前中間連結会計期間71,847
千円）については、資産総額の100分の5超となったため、当中
間連結会計期間より区分掲記しております。 

（中間連結損益計算書） 
前中間連結会計期間において、営業外費用に区分掲記してお
りました「新株発行費」は、営業外費用の100分の10以下とな
ったため、当中間連結会計期間において「その他」に含めて表
示しております。 

前中間連結会計期間において、営業外収益に掲記しており

ました「連結調整勘定償却額」は、当中間連結会計期間から「負

ののれん償却額」として表示しております。 

 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書） 

前中間連結会計期間において、営業活動によるキャシュ・フ
ローに掲記しておりました「連結調整勘定償却額」は、当中間
連結会計期間から「のれん償却額」及び「負ののれん償却額」
を相殺のうえ、「のれん償却額」として表示しております。 
前中間連結会計期間において、営業活動によるキャシュ・フ
ローに区分掲記しておりました「新株発行費」は、金額的重要
性が乏しくなったため、当中間連結会計期間において「その他」
に含めて表示しております。 
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追加情報 
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

――――― （ゲームソフトの会計処理） 

外部委託のゲームソフトの制作費につ

いては、従来ソフトウェアとして認識し、

研究開発費等に係る会計基準に従い、研

究開発費として処理しておりましたが、

家庭用ゲーム機の高性能化、多機能化に

伴い、ゲームソフト製品化決定プロセス

や外部委託内容を見直したところ、映像、

音楽、音声等のコンテンツとして分類さ

れるものの重要性が大きくなってきてお

り、今後もこの傾向が強まるため、当中

間連結会計期間より制作に着手したゲー

ムソフトからコンテンツと認識し、コン

テンツとしての会計処理（制作に係る支

出額をたな卸資産に計上し、発売時に売

上原価に振替える処理）を適用しており

ます。 

――――― 

 
 



- 23 - 

注記事項 

 
(中間連結貸借対照表関係) 

 

前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日現在） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日現在） 

前連結会計年度末 
（平成18年３月31日現在） 

※1 有形固定資産の減価償却累計額 

            994,065千円 

※1 有形固定資産の減価償却累計額 

           1,471,441千円

※１有形固定資産の減価償却累計額 

           1,240,940千円

 
(中間連結損益計算書関係) 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主
要な費目及び金額は次のとおり
であります。 

広告宣伝費 297,816千円 

従業員給与・賞与 112,088千円 

賞与引当金繰入
額 

40,702千円 

研究開発費 450,804千円 
 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主
要な費目及び金額は次のとおり
であります。 

広告宣伝費 671,497千円

従業員給与・賞与 177,742千円

賞与引当金繰入
額 

51,332千円

研究開発費 180,993千円
 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主
要な費目及び金額は次のとおり
であります。 

広告宣伝費 869,646千円

従業員給与・賞与 278,421千円

賞与引当金繰入
額 

30,618千円

研究開発費 930,909千円
 

※２ 固定資産売却益の内訳 

アミューズメント 
施設機器 

986千円 
 

※２ 固定資産売却益の内訳 

アミューズメント 
施設機器 

52,824千円

その他(車両運搬具） 1,127千円
 

※２ 固定資産売却益の内訳 

アミューズメント 
施設機器 

7,849千円
 

※３ 固定資産売却損の内訳 

アミューズメント 
施設機器 

23,365千円 
 

※３ 固定資産売却損の内訳 

アミューズメント 
施設機器 

6,957千円
 

※３ 固定資産売却損の内訳 

アミューズメント 
施設機器 

34,884千円
 

※４ 固定資産除却損の内訳 

アミューズメント 
施設機器 

293千円 

工具器具備品 1,701千円 
 

※４ 固定資産除却損の内訳 

アミューズメント 
施設機器 

422千円

その他(ソフトウェ
ア) 

22,345千円
 

※４ 固定資産除却損の内訳 

アミューズメント 
施設機器 

293千円

工具器具備品 1,701千円
 

 
 
(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

 

 当中間連結会計期間（自 平成 18年４月１日  至 平成 18年９月 30日） 
１．発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 
当中間連結会計期

間末 
普通株式（株） 42,160 42,320 ― 84,480 
（変動事由の概要） 
増加数の内訳は、次の通りであります。 
株式分割による増加           42,160株 
ストック・オプションの行使による増加   160株 
 

２．配当に関する事項 
(1) 配当金支払額 

決議 株式の種
類 

配当金の総額 
（千円） 

１株当たり配
当額（円） 基準日 効力発生日 

平成18年６月
23日 

定時株主総会 
普通株式 52,700 1,250 平成18年３月

31日 
平成18年６月

26日 
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 (中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 
 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

(1) 現金及び現金同等物の中間期末残
高と中間連結貸借対照表に掲記さ
れている科目の金額との関係 

(平成17年９月30日現在) 

現金及び預金勘定 853,857千円

現金及び現金同等物 853,857千円
 

(1) 現金及び現金同等物の中間期末残
高と中間連結貸借対照表に掲記さ
れている科目の金額との関係 

(平成18年９月30日現在)

現金及び預金勘定 984,209千円

現金及び現金同等物 984,209千円
 

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と
連結貸借対照表に掲記されている
科目の金額との関係 

(平成18年３月31日現在)

現金及び預金勘定 774,486千円

現金及び現金同等物 774,486千円
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（セグメント情報） 
1. 事業の種類別セグメント情報 

前中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

 

 
音 楽 映 像 
事業(千円) 

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｺﾝﾃﾝﾂ
事業(千円)

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ
事業(千円)

そ の 他 の
事業(千円)

計 
(千円) 

消去又は全社
(千円) 

連結 
(千円) 

売上高   

(1) 外部顧客に対する売上高 1,698,889 1,225,923 828,920 179,130 3,932,863 ― 3,932,863

(2) セグメント間の 
  内部売上高又は振替高 

7,645 ― ― ― 7,645 (7,645) ―

計 1,706,534 1,225,923 828,920 179,130 3,940,508 (7,645) 3,932,863

営業費用 1,386,605 1,183,927 714,414 147,343 3,432,289 229,919 3,662,209

営業利益 319,928 41,996 114,506 31,787 508,219 (237,564) 270,654

(注) 1. 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

   2. 各事業の主な製品又は事業の内容 

    (1) 音楽映像事業  ……………ＶＨＳビデオ、ＤＶＤ、音楽ＣＤ、音楽原盤制作等 

    (2) ﾃﾞｼﾞﾀﾙｺﾝﾃﾝﾂ事業 …………ゲームソフト、ＰＣソフト 

    (3) ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ事業 ……………アミューズメント施設運営 

    (4) その他の事業………………舞台公演 

   3. 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、親会社本社の総務部門等管理部門に 

     係る費用であり、247,416千円であります。 

 
当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

 

 
音 楽 映 像 
事業(千円) 

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｺﾝﾃﾝﾂ
事業(千円)

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ
事業(千円)

そ の 他 の
事業(千円)

計 
(千円) 

消去又は全社
(千円) 

連結 
(千円) 

売上高   

(1) 外部顧客に対する売上高 2,266,948 1,455,456 1,047,402 186,345 4,956,153 ― 4,956,153

(2) セグメント間の 
  内部売上高又は振替高 

700 ― ― ― 700 (700) ―

計 2,267,648 1,455,456 1,047,402 186,345 4,956,853 (700) 4,956,153

営業費用 2,554,944 1,541,119 1,074,574 132,533 5,303,172 230,540 5,533,713

営業利益又は営業損失（△） △287,295 △85,663 △27,172 53,811 △346,319 (231,240) △577,560

(注) 1. 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

   2. 各事業の主な製品又は事業の内容 

    (1) 音楽映像事業  ……………ＶＨＳビデオ、ＤＶＤ、音楽ＣＤ、音楽原盤制作等 

    (2) ﾃﾞｼﾞﾀﾙｺﾝﾃﾝﾂ事業 …………ゲームソフト、ＰＣソフト 

    (3) ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ事業 ……………アミューズメント施設運営 

    (4) その他の事業………………舞台公演 

   3. 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、親会社本社の総務部門等管理部門に 

     係る費用であり、233,393千円であります。 
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前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

 

 
音 楽 映 像 
事業(千円) 

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｺﾝﾃﾝﾂ
事業(千円)

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ
事業(千円)

そ の 他 の
事業(千円)

計 
(千円) 

消去又は全社
(千円) 

連結 
(千円) 

売上高   

(1) 外部顧客に対する売上高 3,727,765 3,256,372 1,866,232 346,189 9,196,560 ― 9,196,560

(2) セグメント間の 
  内部売上高又は振替高 

16,745 ― ― 72,268 89,013 (89,013) ―

計 3,744,510 3,256,372 1,866,232 418,458 9,285,573 (89,013) 9,196,560

営業費用 3,337,143 2,921,734 1,678,907 329,739 8,267,523 354,982 8,622,506

営業利益 407,367 334,638 187,325 88,718 1,018,050 (443,995) 574,054

(注) 1. 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

   2. 各事業の主な製品又は事業の内容 

    (1) 音楽映像事業  ……………ＶＨＳビデオ、ＤＶＤ、音楽ＣＤ、音楽原盤制作等 

    (2) ﾃﾞｼﾞﾀﾙｺﾝﾃﾝﾂ事業 …………ゲームソフト、ＰＣソフト 

    (3) ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ事業 ……………アミューズメント施設運営 

    (4) その他の事業………………舞台公演等 

   3. 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、親会社本社の総務部門等管理部門に 

     係る費用であり、470,021千円であります。 

 

２. 所在地別セグメント情報 
 

前中間連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

 本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店がないので、該当事項はありません。 

 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 全セグメントの売上高の合計に占める「日本」の割合が90％を超えているため、記載を省略しております。 

 

前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

 全セグメントの売上高の合計に占める「日本」の割合が90％を超えているため、記載を省略しております。 

 

３． 海外売上高 

 

前中間連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

 海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

 

前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

 海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 
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（リース取引関係） 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引 

(1) リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び中間期末

残高相当額 

(1) リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び中間期末

残高相当額 

(1) リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び期末残高

相当額 

 
取得価額 
相当額 

減価償却 
累計額 
相当額 

中間期末 
残高 
相当額 

工具器具 
備品 

千円 
24,512 

千円 
4,046 

千円 
20,466 

 

 
取得価額
相当額

減価償却
累計額
相当額

中間期末
残高 
相当額

工具器具
備品 

千円
33,000

千円
7,460

千円
25,540

その他 4,587 458 4,128
合計 37,587 7,918 29,668
 

 
取得価額 
相当額 

減価償却
累計額 
相当額 

期末残高
相当額

工具器具 
備品 

千円 
33,000 

千円 
4,160 

千円
28,840

 

 (注)取得価額相当額は、未経過リー

ス料中間期末残高が有形固定資産

の中間期末残高等に占める割合が

低いため、支払利子込み法により

算定しております。 

 (注)     同左   (注)取得価額相当額は、未経過リー

ス料期末残高が有形固定資産の期

末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定し

ております。 

(2) 未経過リース料中間期末残高相当

額 

１年内 4,603千円 

１年超 15,862千円 

合計 20,466千円 
 

(2) 未経過リース料中間期末残高相当

額 

１年内 7,517千円

１年超 22,150千円

合計 29,668千円
 

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

 

１年内 6,600千円

１年超 22,240千円

合計 28,840千円
 

 (注)未経過リース料中間期末残高相

当額は、未経過リース料中間期末

残高が有形固定資産の中間期末残

高等に占める割合が低いため、支

払利子込み法により算定しており

ます。 

 (注)     同左  (注)未経過リース料期末残高相当額

は、未経過リース料期末残高が有

形固定資産の期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法

により算定しております。 

(3) 支払リース料及び減価償却費相当

額 

支払リース料 1,842千円 

減価償却費相当額 1,842千円 
 

(3) 支払リース料及び減価償却費相当

額 

支払リース料 3,758千円

減価償却費相当額 3,758千円
 

(3) 支払リース料及び減価償却費相当

額 

支払リース料 5,318千円

減価償却費相当額 5,318千円
 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法によってお

ります。 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 
 
（有価証券関係） 

時価評価されていない主な有価証券 

 

区分 
前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成18年３月31日）

内容 
中間連結貸借対照表 
計上額(千円) 

中間連結貸借対照表 
計上額(千円) 

連結貸借対照表 
計上額(千円) 

(1)その他有価証券 
① 非上場株式(店頭売買株式を除く) 

2,000 3,370 2,000

② 投資事業有限責任組合に類する組合 
  への出資 

11,907 ― 11,907

計 13,908 3,370 13,908

（デリバティブ取引関係） 

 



- 28 - 

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日） 

 当社グループは、デリバティブ取引を全く行っておりませんので該当事項はありません。 

 

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日） 

 該当事項はありません。 

 なお、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除いております。 

 

前連結会計年度末（平成18年３月31日） 

 該当事項はありません。 

 なお、為替予約取引を行っておりますが、期末残高はありません。 
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（１株当たり情報） 

 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額 １株当たり純資産額 
55,095円 93銭 32,944円 23銭 80,905円 88銭

１株当たり中間純利益 １株当たり中間純損失 １株当たり当期純利益 
4,472円 45銭 7,014円 15銭 13,176円 30銭

潜在株式調整後１株当たり中間純

利益 
4,283円 75銭 

 
 
(追加情報) 
当社は平成17年７月20日付で株
式１株につき２株の株式分割を行

っております。当該株式分割が前期

首に行われたと仮定した場合の１

株当たり情報については、それぞれ

以下のとおりであります。 
前中間連結会計期

間 
前連結会計年度 

１株当たり純資産額 

44,389円 00銭 
１株当たり中間 
純利益 

4,425円 81銭 
潜在株式調整後

１株当たり中間

純利益 
4,376円 02銭 

１株当たり純資産額 

51,558円 43銭 
１株当たり当期 
純利益 

11,585円 26銭 
潜在株式調整後

１株当たり当期

純利益 
11,475円 98銭  

なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、１株当た

り中間純損失であるため記載して

おりません。 
 
 
当社は平成 18 年４月１日付で株
式１株につき２株の株式分割を行

っております。当該株式分割が前期

首に行われたと仮定した場合の１

株当たり情報については、それぞれ

以下のとおりであります。 
前中間連結会計期

間 
前連結会計年度

１株当たり純資産額

27,547円 97銭
１株当たり中間

純利益 
2,236円 22銭

潜在株式調整後

１株当たり中間

純利益 
2,141円 87銭

１株当たり純資産額

40,452円 94銭
１株当たり当期

純利益 
6,588円 15銭

潜在株式調整後

１株当たり当期

純利益 
6,303円 14銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益 
12,606円 29銭

 
 
 
当社は平成17年７月20日付で株
式１株につき２株の株式分割を行

っております。当該株式分割が前期

首に行われたと仮定した場合の前

連結会計年度の１株当たり情報に

ついては、それぞれ以下のとおりで

あります。 
１株当たり純資産額 

51,558円 43銭
１株当たり当期純利益 

11,585円 26銭
潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

11,475円 98銭

 (注) 算定上の基礎 
１．１株当たり純資産額 

項目 前中間連結会計期間末
(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日) 

中間連結貸借対照表の純資産の部の合計額（千円） ― 2,809,094 ―

普通株式に係る純資産額（千円） 2,809,094 

差額の主な内訳（千円）  

 少数株主持分 ― 25,966 ―

普通株式の発行済株式数（千円） ― 84,480 ―

１株当たり純資産の算定に用いられた普通株式の

数（株） 
― 84,480 ―
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２．１株当たり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

中間連結損益計算書上の中間
（当期） 
純利益又は中間純損失(△)（千
円） 

173,007 △591,937     529,186 

普通株式に係る中間（当期）純
利益又は中間純損失(△)（千円） 173,007 △591,937   529,186 
普通株主に帰属しない金額（千
円） 
 利益処分による役員賞与金 

 
― 

 
― 

 
― 

普通株式の期中平均株式数 
(株) 38,683 84,392    40,162 
潜在株式調整後１株当たり中
間（当期）純利益の算定に用い
られた普通株式増加数の主要
な内訳（株） 
 新株予約権 

 
 
 

1,704 

 
 
 
― 

 
 
 

 1,816 

希薄化効果を有しないため、潜
在株式調整後１株当たり中間
(当期)純利益の算定に含まれな
かった潜在株式の概要 

―――― ―――― ―――― 
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 （重要な後発事象） 
 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

（公募による新株式の発行） 

平成17年９月21日開催の当社取締役会

の決議に基づき、次のように新株式を発

行しております。 

(1) 募集方法    一般募集 

(2) 発行新株式数  普通株式 

              3,000株 

(3) 発行価額    １株につき 

             292,800円 

(4) 発行価額の総額 

            878,400千円 

(5) 資本組入額   １株につき 

             146,400円 

(6) 資本組入額の総額 

            439,200千円 

(7) 払込期日 

        平成17年10月11日(火) 

(8) 配当起算日 
        平成17年10月１日(土) 

(9) 資金の使途 

借入金の返済及び設備資金に充

当する予定であります。 

――――― ――――― 

――――― 

 

――――― 

 

（株式の分割） 
平成18年２月10日開催の当社取締役
会の決議に基づき、次のように株式分割

による新株式を発行いたします。 
１ 平成18年４月１日付をもって普通株
式１株につき２株に分割します。 
(1) 分割により増加する株式数 

普通株式   42,160株 
(2) 分割方法 

平成 18年３月 31日最終の株主
名簿及び実質株主名簿に記載され

た株主の所有株式数を１株につき

２株の割合をもって分割します。

２ 配当起算日 
平成 18年４月１日 
当該株式分割が前期首に行われたと仮

定した場合の前連結会計年度における１

株当たり情報及び当期首に行われたと仮

定した場合の当連結会計年度における１

株当たり情報は、それぞれ以下のとおり

であります。 
前連結 
会計年度 

当連結 
会計年度 

１株当たり 
純資産額 

１株当たり 
純資産額 

25,779円22銭 40,452円94銭
１株当たり 
当期純利益 

１株当たり 
当期純利益 

5,792円63銭 6,588円15銭
潜在株式調整後
１株当たり当期
純利益 

潜在株式調整後
１株当たり当期
純利益 

5,737円99銭 6,303円14銭
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（２）その他 
   該当事項はありません。 
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5. 生産、受注及び販売の状況 
（１）生産実績 

当中間連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
 至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日）

比較増減 
事業の種類別 
セグメントの名称 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 
前年同期比
（％） 

音楽映像事業 318,074 1,873,879 ＋1,555,805 ＋489.1 

デジタルコンテンツ事業 274,930 349,827 ＋74,896 ＋27.2 

アミューズメント事業 － － － － 

その他の事業 － － － － 

合計 593,004 2,223,707 ＋1,630,702 ＋275.0 

 （注）1. 金額は、製造原価によっております。 

    2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 
（２）受注実績 

当中間連結会計期間における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと次のとおりであります。 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
 至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日） 

比較増減 
事業の種類別 
セグメントの名称 

受注高 
（千円） 

受注残高 
（千円） 

受注高 
（千円） 

受注残高 
（千円） 

受注高 
（千円） 

受注残高 
（千円） 

音楽映像事業 30,800 16,000 90,240 3,000 ＋
59,440 

△
13,000 

デジタルコンテンツ事
業 － － － 195,500 － ＋

195,500 
アミューズメント事業 － － － － － － 
その他の事業 － － － － － － 

合計 30,800 16,000 90,240 198,500 ＋
59,440 

＋
182,500 

 （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
 
（３）販売実績 

当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
 至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日）

比較増減 
事業の種類別 
セグメントの名称 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 
前年同期比
（％） 

音楽映像事業 1,698,889 2,266,948 ＋568,059 ＋33.4 

デジタルコンテンツ事業 1,225,923 1,455,456 ＋229,532 ＋18.7 

アミューズメント事業 828,920 1,047,402 ＋218,481 ＋26.4 

その他の事業 179,130 186,345 ＋7,214 ＋4.0 

合計 3,932,863 4,956,153 ＋1,023,289 ＋26.0 

 （注）1. セグメント間取引については、相殺消去しております。 

    2. 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 
相手先 

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

任天堂㈱ 303,480 7.7 598,520 12.1 

㈱ソニー・コンピュータエンタテインメント 514,460 13.1 508,690 10.3 

㈱ポニーキャニオン 577,691 14.7 439,085 8.9 

    3. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 
 
 


